
混成　４×１００ｍＲ

7月5日 14:00 予選   

県小学生記録 (KE)       55.13     南勢陸上ク・伊勢市 (中西・橋爪・中西・曽根)                 2004        7月5日 17:05 決勝   

　　大会記録 (GR)       57.02     内城田ＳＣ・度会郡 (森本・岡・神森・下村)                   2004(第20回)

予選  9組0着+8

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 5 佐八陸上ク 59.25 q 1 784 中川　真帆 (5) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾎ 佐八陸上ク

2 780 稲田穂乃香 (5) ｲﾅﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐八陸上ク

3 741 中山　雄正 (5) ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｾｲ 佐八陸上ク

4 735 奥田　　碩 (5) ｵｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 佐八陸上ク

2 7 北勢RC-A 60.07 q 1 187 井後　咲菜 (4) ｲｺﾞ ｻｷﾅ 北勢ＲＣ

2 186 中村　由依 (4) ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 北勢ＲＣ

3 196 近藤光一郎 (4) ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 北勢ＲＣ

4 154 石川　瑞己 (5) ｲｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 北勢ＲＣ

3 6 三田 62.96 1 4013 関　　華奈 (5) ｾｷ ｶﾅ 三　田

2 4014 廣田　有璃 (5) ﾋﾛﾀ ﾕﾘ 三　田

3 4015 西﨑　歩夢 (5) ﾆｼｻﾞｷ ｱﾕﾑ 三　田

4 4016 川本　　祐 (5) ｶﾜﾓﾄ ﾀｽｸ 三　田

4 9 四日市陸ク 65.31 1 278 斎藤　優雅 (4) ｻｲﾄｳ ﾕｶ 四日市陸ク

2 279 関　　彩花 (4) ｾｷ ｱﾔｶ 四日市陸ク

3 268 青木　綾一 (4) ｱｵｷ ﾘｮｳｲﾁ 四日市陸ク

4 269 雲井　崚太 (4) ｸﾓｲ ﾘｮｳﾀ 四日市陸ク

5 2 国府スポ少-B 66.76 1 1256 西山　真帆 (5) ﾆｼﾔﾏ ﾏﾎ 国府スポ少

2 1259 仲谷　怜奈 (4) ﾅｶﾔ ﾚﾅ 国府スポ少

3 1243 牧島　崚雅 (4) ﾏｷｼﾏ ﾘｮｳｶﾞ 国府スポ少

4 1266 濵口　礼至 (4) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾚｲｼﾞ 国府スポ少

4 玉城陸上ク-B DSQ,*R2 1 1183 板倉　七帆 (5) ｲﾀｸﾗ ﾅﾎ 玉城陸上ク

2 1181 伊藤　瑞歩 (5) ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 玉城陸上ク

3 1142 刀根　治暉 (5) ﾄﾈ ﾊﾙｷ 玉城陸上ク

4 1140 前田　成希 (5) ﾏｴﾀﾞ ﾅﾙｷ 玉城陸上ク

8 鈴西 DSQ,*R3 1 2750 水野菜生子 (5) ﾐｽﾞﾉﾅｵｺ 鈴　西

2 2753 伊藤由里香 (5) ｲﾄｳﾕﾘｶ 鈴　西

3 2758 舘　　朋希 (5) ﾀﾁﾄﾓｷ 鈴　西

4 2756 安藤　健斗 (5) ｱﾝﾄﾞｳｹﾝﾄ 鈴　西

3 JAC亀山-C DSQ,*R1 1 1698 川上　　啓 (5) ｶﾜｶﾐ ｹｲ ＪＡＣ亀山

2 1733 森澤さくら (4) ﾓﾘｻﾜ ｻｸﾗ ＪＡＣ亀山

3 1695 京道　　輝 (5) ｷｮｳﾄﾞｳ ｱｷﾗ ＪＡＣ亀山

4 1703 佐野　翔大 (4) ｻﾉ ｼｮｳﾀ ＪＡＣ亀山

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 4 内城田ＳＣ-A 58.32 q 1 1105 中東　香菜 (5) ﾅｶﾋｶﾞｼ ｶﾅ 内城田ＳＣ

2 1106 林田珠里那 (5) ﾊﾔｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘﾅ 内城田ＳＣ

3 1089 濱川　裕音 (5) ﾊﾏｶﾜ ﾕｳﾄ 内城田ＳＣ

4 1087 稲垣　孝優 (5) ｲﾅｶﾞｷ ｺｳﾕｳ 内城田ＳＣ

2 6 片田-A 61.99 1 2047 平賀　椎奈 (5) ﾋﾗｶﾞｼｲﾅ 片　田

2 2046 平賀友梨香 (5) ﾋﾗｶﾞﾕﾘｶ 片　田

3 2033 三宅　晃楊 (5) ﾐﾔｹｺｳﾖｳ 片　田

4 2030 平賀　大智 (5) ﾋﾗｶﾞﾀﾞｲﾁ 片　田

3 5 南勢陸上ク-D 62.02 1 892 中北　果帆 (5) ﾅｶｷﾀ　ｶﾎ 南勢陸上ク

2 905 保田真里奈 (5) ﾔｽﾀﾞ ﾏﾘﾅ 南勢陸上ク

3 859 大谷　嘉貴 (5) ｵｵﾀﾆﾖｼｷ 南勢陸上ク

4 871 中西　健人 (5) ﾅｶﾆｼｹﾝﾄ 南勢陸上ク

4 7 丸柱 64.05 1 4006 坂口　実里 (4) ｻｶｸﾞﾁ ﾐｻﾄ 丸　柱

2 4008 稲葉ほのか (5) ｲﾅﾊﾞ ﾎﾉｶ 丸　柱

3 4009 松本　拓巳 (5) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 丸　柱

4 4007 稲葉　純平 (5) ｲﾅﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 丸　柱

5 2 石薬師ＲＣ 64.46 1 507 嘉柳　実優 (5) ｶﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ 石薬師ＲＣ

2 508 松井きらり (5) ﾏﾂｲ ｷﾗﾘ 石薬師ＲＣ

3 490 前川　宜保 (5) ﾏｴｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾔｽ 石薬師ＲＣ

4 517 川北　浩也 (5) ｶﾜｷﾀ ﾋﾛﾔ 石薬師ＲＣ

6 9 楠陸上Ｊｒ-B 64.46 1 338 成松万里菜 (4) ﾅﾘﾏﾂ ﾏﾘﾅ 楠陸上Jｒ

2 340 早川　凛香 (4) ﾊﾔｶﾜ ﾘﾝｶ 楠陸上Jｒ

3 301 今村　裕一 (4) ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 楠陸上Jｒ

4 308 佐藤　壮汰 (4) ｻﾄｳ ｿｳﾀ 楠陸上Jｒ

7 3 松尾-A 65.81 1 2385 白石　香純 (4) ｼﾗｲｼ ｶｽﾐ 松　尾

2 2384 三原菜緒美 (4) ﾐﾊﾗ ﾅｵﾐ 松　尾

3 2388 脇野　志音 (4) ﾜｷﾉ ｼｵﾝ 松　尾

4 2390 久我　悠真 (4) ｸｶﾞ ﾕｳﾏ 松　尾

8 8 藤原陸上ク 72.96 1 1571 杉山　緋菜 (4) ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾅ 藤原陸上ク

2 118 宮木　可愛 (4) ﾐﾔｷ ｶｱｲ 藤原陸上ク

3 139 杉山　慶矩 (5) ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 藤原陸上ク

4 137 小寺　陽介 (5) ｺﾃﾞﾗ ﾖｳｽｹ 藤原陸上ク

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第24回三重県小学生陸上競技大会(08240004)
兼第24回全国小学生陸上競技交流大会三重県予選会
主催：三重陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟、安藤スポーツ食文化振興財団、
　　　中日新聞社、三重県教育委員会、伊勢市教育委員会
協賛：日清食品株式会社

凡例    DSQ：失格  *R2：オーバーゾーン　２　→　３  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  *R1：オーバーゾーン　１　→　２  GR：大会記録  *T3：走路外インフィールド進入
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審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第24回三重県小学生陸上競技大会(08240004)
兼第24回全国小学生陸上競技交流大会三重県予選会
主催：三重陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟、安藤スポーツ食文化振興財団、
　　　中日新聞社、三重県教育委員会、伊勢市教育委員会
協賛：日清食品株式会社

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 4 南勢陸上ク-B 60.29 q 1 891 中川　葉月 (5) ﾅｶｶﾞﾜﾊﾂﾞｷ 南勢陸上ク

2 898 林　　薫乃 (5) ﾊﾔｼﾕｷﾉ 南勢陸上ク

3 873 早川　直樹 (5) ﾊﾔｶﾜﾅｵｷ 南勢陸上ク

4 872 濱崎　優紀 (5) ﾊﾏｻﾞｷﾕｳｷ 南勢陸上ク

2 2 川越陸上少 62.83 1 457 荒木　奈央 (4) ｱﾗｷ ﾅｵ 川越陸上少

2 464 山下　紗季 (4) ﾔﾏｼﾀ ｻｷ 川越陸上少

3 413 村田　祐真 (5) ﾑﾗﾀ ﾕｳﾏ 川越陸上少

4 412 河内　利矩 (5) ｶﾜﾁ ﾘｸ 川越陸上少

3 8 津陸上ク 63.36 1 644 水庭　智果 (5) ﾐｽﾞﾆﾜ ﾄﾓｶ 津陸上ク

2 639 奥田　彩花 (5) ｵｸﾀﾞ ｱﾔｶ 津陸上ク

3 648 富島　雅也 (5) ﾄﾐｼﾏ ﾏｻﾔ 津陸上ク

4 637 山本ﾌｪﾋﾞｱｽ (4) ﾔﾏﾓﾄ ﾌｪﾋﾞｱｽ 津陸上ク

4 6 壬生野-A 64.48 1 4025 竹原　茉奈 (5) ﾀｹﾊﾗ ﾏﾅ 壬生野

2 4022 南出　千晶 (5) ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾁｱｷ 壬生野

3 4027 若林　　亮 (5) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 壬生野

4 4026 浅野凛太郎 (5) ｱｻﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 壬生野

5 5 員弁RC 64.55 1 16 北川　千里 (5) ｷﾀｶﾞﾜ　ｾﾝﾘ 員弁ＲＣ

2 14 下西美緒里 (5) ｼﾓﾆｼ ﾐｵﾘ 員弁ＲＣ

3 6 庄司　航基 (5) ｼｮｳｼﾞ ｺｳｷ 員弁ＲＣ

4 2536 伊藤　頌仁 (5) ｲﾄｳ　ｷﾐﾋﾄ 員弁ＲＣ

6 3 ASSA-TC-C 65.11 1 605 佐野貴実子 (4) ｻﾉ ｷﾐｺ ASSA-TC

2 606 西山　真以 (4) ﾆｼﾔﾏ ﾏｲ ASSA-TC

3 581 杉谷　紘基 (4) ｽｷﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ ASSA-TC

4 575 愛敬虎之介 (4) ｱｲｷｮｳ ﾄﾗﾉｽｹ ASSA-TC

7 内城田ＳＣ-C DSQ,*R2 1 1107 山本　美結 (4) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 内城田ＳＣ

2 1110 大西　史織 (4) ｵｵﾆｼ ｼｵﾘ 内城田ＳＣ

3 1083 野村　太雅 (5) ﾉﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 内城田ＳＣ

4 1084 林田　彼龍 (5) ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾘｭｳ 内城田ＳＣ

4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 4 内城田ＳＣ-B 59.32 q 1 1108 森本　美南 (4) ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾅﾐ 内城田ＳＣ

2 1104 小山　紗希 (5) ｺﾔﾏ ｻｷ 内城田ＳＣ

3 1081 佐久間智也 (5) ｻｸﾏ ﾄﾓﾔ 内城田ＳＣ

4 1085 福井　光宏 (5) ﾌｸｲ ﾐﾂﾋﾛ 内城田ＳＣ

2 7 ゆめが丘ＲＣ-A 60.53 1 4182 土永　怜那 (5) ﾂﾁﾅｶﾞ ﾚｲﾅ ゆめが丘RC

2 4183 薮中　美汐 (5) ﾔﾌﾞﾅｶ ﾐｼｵ ゆめが丘RC

3 4178 坂　　魁人 (5) ｻｶ ｶｲﾄ ゆめが丘RC

4 4177 保坂　祐樹 (5) ﾎｻｶ ﾕｳｷ ゆめが丘RC

3 5 有緝 61.02 1 3439 山川　莉奈 (5) ﾔﾏｶﾜ ﾘﾅ 有　緝

2 3429 冨内　里香 (5) ﾄﾐｳﾁ ﾘｶ 有　緝

3 3417 小椋　祥太 (5) ｵｸﾞﾗ ｼｮｳﾀ 有　緝

4 3430 中川　竜次 (5) ﾅｶﾞｶﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 有　緝

4 6 宮川SC 63.84 1 2261 秋豆　朱音 (4) ｱｷｽﾞ ｱｶﾈ 宮川ＳＣ

2 2260 木下　実奈 (4) ｷﾉｼﾀ ﾐﾅ 宮川ＳＣ

3 2253 中道　陽太 (5) ﾅｶﾐﾁ ﾖｳﾀ 宮川ＳＣ

4 2250 岡澤　初樹 (5) ｵｶｻﾞﾜ ﾊﾂｷ 宮川ＳＣ

5 8 安楽島-A 64.27 1 1891 亀川　友里 (4) ｶﾒｶﾞﾜ ﾕﾘ 安楽島

2 1890 西岡　万奈 (4) ﾆｼｵｶ ﾏﾅ 安楽島

3 1884 石川　智己 (4) ｲｼｶﾜ ﾄﾓｷ 安楽島

4 1887 木下　凌真 (4) ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳﾏ 安楽島

6 3 郡山 65.05 1 3963 伊藤沙耶花 (5) ｲﾄｳｻﾔｶ 郡　山

2 3962 服部　文香 (5) ﾊｯﾄﾘｱﾔｶ 郡　山

3 3964 横井　涼也 (5) ﾖｺｲﾘｮｳﾔ 郡　山

4 3965 松井　　翔 (5) ﾏﾂｲｼｮｳ 郡　山

7 9 三浜複合 66.31 1 1605 加藤　　維 (4) ｶﾄｳﾕｲ 三浜複合

2 1606 小菅　里奈 (4) ｺｽｹﾞﾘﾅ 三浜複合

3 1585 伊藤　　瑠 (4) ｲﾄｳﾙｲ 三浜複合

4 1586 金子　侑樹 (4) ｶﾈｺﾕｳｷ 三浜複合

8 2 志摩陸上ク-A 68.45 1 1803 樋口　愛美 (4) ﾋｸﾞﾁ ｱﾐ 志摩陸上ク

2 1219 中村　悠子 (4) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 志摩陸上ク

3 1226 小川　大成 (4) ｵｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 志摩陸上ク

4 1225 和田　元輝 (4) ﾜﾀﾞ ﾓﾄｷ 志摩陸上ク

凡例    DSQ：失格  *R2：オーバーゾーン　２　→　３  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  *R1：オーバーゾーン　１　→　２  GR：大会記録  *T3：走路外インフィールド進入
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審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第24回三重県小学生陸上競技大会(08240004)
兼第24回全国小学生陸上競技交流大会三重県予選会
主催：三重陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟、安藤スポーツ食文化振興財団、
　　　中日新聞社、三重県教育委員会、伊勢市教育委員会
協賛：日清食品株式会社

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 7 南勢陸上ク-C 60.38 1 882 大西　　陽 (5) ｵｵﾆｼ ﾐﾅﾐ 南勢陸上ク

2 879 青木　莉那 (5) ｱｵｷﾘﾅ 南勢陸上ク

3 858 伊藤　文哉 (5) ｲﾄｳ ﾌﾐﾔ 南勢陸上ク

4 868 長岡　宏樹 (5) ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛｷ 南勢陸上ク

2 5 保々ＲＣ-A 61.75 1 249 加藤　優依 (4) ｶﾄｳ ﾕｲ 保々ＲＣ

2 248 藤井あかね (5) ﾌｼﾞｲ ｱｶﾈ 保々ＲＣ

3 231 池端　　紳 (5) ｲｹﾊﾞﾀ ｼﾝ 保々ＲＣ

4 234 西脇　綾祐 (5) ﾆｼﾜｷ ﾘｮｳｽｹ 保々ＲＣ

3 4 神戸 64.19 1 3644 中西　裕胡 (5) ﾅｶﾆｼ ﾕｳ 神　戸

2 3648 和田　夏穂 (5) ﾜﾀﾞ ﾅﾂﾎ 神　戸

3 3645 岡井　駿樹 (5) ｵｶｲ ﾊﾔｷ 神　戸

4 3646 上野　凌汰 (5) ｺｳｽﾞｹ ﾘｮｳﾀ 神　戸

4 6 明星 64.66 1 2460 大津　夏海 (5) ｵｵﾂ ﾅﾂﾐ 明　星

2 2458 佐藤　瑞穂 (5) ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 明　星

3 2456 加藤　昂星 (4) ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 明　星

4 2457 大西　　蓮 (4) ｵｵﾆｼ ﾚﾝ 明　星

5 8 松阪Jr陸上-A 65.89 1 2327 坂本万梨亜 (4) ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｱ 松阪Jr陸上

2 2325 小林　由桂 (4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 松阪Jr陸上

3 2306 竹内　秀成 (4) ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾅﾘ 松阪Jr陸上

4 2308 田中　琢馬 (4) ﾀﾅｶ ﾀｸﾏ 松阪Jr陸上

6 3 北勢RC-B 68.60 1 189 川瀬　あみ (4) ｶﾜｾ ｱﾐ 北勢ＲＣ

2 188 梶　　瑞貴 (4) ｶｼﾞ ﾐｽﾞｷ 北勢ＲＣ

3 158 橋口　直弥 (5) ﾊｼｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 北勢ＲＣ

4 155 山上　滉太 (5) ﾔﾏｶﾞﾐ ｺｳﾀ 北勢ＲＣ

7 2 鏡浦 69.68 1 2073 田口　奈那 (4) ﾀｸﾞﾁﾅﾅ 鏡　浦

2 2071 尾﨑　友唯 (4) ｵｻﾞｷﾕｲ 鏡　浦

3 2070 尾崎　康孝 (4) ｵｻﾞｷﾔｽﾀｶ 鏡　浦

4 2072 植村五輪人 (4) ｳｴﾑﾗｻﾜﾄ 鏡　浦

8 9 志摩陸上ク-B 69.82 1 1218 中島　璃奈 (4) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾅ 志摩陸上ク

2 1228 竹村　佳音 (4) ﾀｹﾑﾗ ｶﾉﾝ 志摩陸上ク

3 1802 仲井　拓海 (5) ﾅｶｲ ﾀｸﾐ 志摩陸上ク

4 1227 山本　翔輝 (4) ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｷ 志摩陸上ク

6組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 4 一志Beast 56.88 GR q 1 1531 向出　夏生 (5) ﾑｶｲﾃﾞ ﾅﾂｷ 一志Beast

2 1535 中川　晴菜 (5) ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 一志Beast

3 1507 岡本　翔也 (5) ｵｶﾓﾄ ｼｮｳﾔ 一志Beast

4 1514 山田　隼也 (5) ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 一志Beast

2 6 南勢ＡＣ-A 62.58 1 1655 服部　美香 (5) ﾊｯﾄﾘ ﾐｶ 南勢ＡＣ

2 1650 稲葉　真緒 (5) ｲﾅﾊﾞ ﾏｵ 南勢ＡＣ

3 1647 山本　拓実 (5) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 南勢ＡＣ

4 1653 森岡　拓斗 (5) ﾓﾘｵｶ ﾋﾛﾄ 南勢ＡＣ

3 7 南勢陸上ク-E 62.80 1 935 長岡　莉湖 (4) ﾅｶﾞｵｶ ﾘｺ 南勢陸上ク

2 936 中出　里央 (4) ﾅｶﾃﾞ ﾘｵ 南勢陸上ク

3 916 林　　幹晟 (4) ﾊﾔｼ ｶﾝｾｲ 南勢陸上ク

4 908 安達　泰雅 (4) ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 南勢陸上ク

4 2 一ノ宮 63.71 1 3923 一色　美咲 (5) ｲｯｼｷﾐｻｷ 一ノ宮

2 3924 池田　　楓 (5) ｲｹﾀﾞｶｴﾃﾞ 一ノ宮

3 3913 佐藤　主騎 (5) ｻﾄｳｶｽﾞｷ 一ノ宮

4 3914 影山　優輔 (5) ｶｹﾞﾔﾏﾕｳｽｹ 一ノ宮

5 8 壬生野-B 67.42 1 4017 福森　萌絵 (5) ﾌｸﾓﾘ ﾓｴ 壬生野

2 4021 古山　　雅 (5) ﾌﾙﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ 壬生野

3 4029 大深　朝陽 (5) ｵｵﾌｶ ｱｻﾋ 壬生野

4 4020 岡野　哲志 (5) ｵｶﾉ ｻﾄｼ 壬生野

6 3 松阪Jr陸上-B 67.48 1 2322 西潟　咲希 (5) ﾆｼｶﾀ ｻｷ 松阪Jr陸上

2 2326 小林　美友 (4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾜ 松阪Jr陸上

3 2307 竹内　啓人 (4) ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾄ 松阪Jr陸上

4 2310 大西　啓太 (4) ｵｵﾆｼ ｹｲﾀ 松阪Jr陸上

7 5 片田-B 79.11 1 2051 井村麻利江 (5) ｲﾑﾗﾏﾘｴ 片　田

2 2049 椿　　紬里 (5) ﾂﾊﾞｷﾕﾘ 片　田

3 2032 田邉　拓海 (5) ﾀﾅﾍﾞﾀｸﾐ 片　田

4 2031 竹内　健悟 (5) ﾀｹｳﾁｹﾝｺﾞ 片　田

凡例    DSQ：失格  *R2：オーバーゾーン　２　→　３  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  *R1：オーバーゾーン　１　→　２  GR：大会記録  *T3：走路外インフィールド進入
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審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第24回三重県小学生陸上競技大会(08240004)
兼第24回全国小学生陸上競技交流大会三重県予選会
主催：三重陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟、安藤スポーツ食文化振興財団、
　　　中日新聞社、三重県教育委員会、伊勢市教育委員会
協賛：日清食品株式会社

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 6 楠陸上Ｊｒ-A 60.61 1 334 荒木　　恵 (5) ｱﾗｷ ﾒｸﾞﾐ 楠陸上Jｒ

2 335 坂倉　菜摘 (5) ｻｶｸﾗ ﾅﾂﾐ 楠陸上Jｒ

3 298 服部　圭佑 (5) ﾊｯﾄﾘ ｹｲｽｹ 楠陸上Jｒ

4 299 山口　恭平 (5) ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 楠陸上Jｒ

2 4 多気RC 61.41 1 725 下村　　宝 (5) ｼﾓﾑﾗ ﾀｶﾗ 多気ＲＣ

2 724 高山　瑞規 (5) ﾀｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 多気ＲＣ

3 712 亀田　智大 (4) ｶﾒﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 多気ＲＣ

4 716 中村　拓真 (4) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 多気ＲＣ

3 5 安楽島-B 64.16 1 1894 亀川　真由 (5) ｶﾒｶﾞﾜ ﾏﾕ 安楽島

2 1897 松川紗莉那 (5) ﾏﾂｶﾜ ｻﾘﾅ 安楽島

3 1883 陣内　善大 (4) ｼﾞﾝﾅｲ ﾖｼﾋﾛ 安楽島

4 1893 小林　秀輔 (5) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｽｹ 安楽島

4 7 玉城陸上ク-A 64.89 1 1195 水野　亜美 (4) ﾐｽﾞﾉ ｱﾐ 玉城陸上ク

2 1185 杉田麻莉奈 (5) ｽｷﾞﾀ ﾏﾘﾅ 玉城陸上ク

3 1137 中西　峻也 (5) ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 玉城陸上ク

4 1138 丹生　敏行 (5) ﾆｭｳ ﾄｼﾕｷ 玉城陸上ク

5 8 ASSA-TC-B 66.08 1 604 坂　　朋香 (4) ｻｶ ﾄﾓｶ ASSA-TC

2 600 川村優莉奈 (5) ｶﾜﾑﾗ ﾕﾘﾅ ASSA-TC

3 569 小林　海斗 (5) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ ASSA-TC

4 571 南部　　慎 (5) ﾅﾝﾌﾞ ｼﾝ ASSA-TC

6 3 JAC亀山-A 67.01 1 1736 麻生　沙里 (4) ｱｻｵ ｻﾘ ＪＡＣ亀山

2 1734 徳田　瑛美 (4) ﾄｸﾀﾞ ｴｲﾐ ＪＡＣ亀山

3 1697 磯本　　蓮 (5) ｲｿﾓﾄ ﾚﾝ ＪＡＣ亀山

4 1702 内田　大賀 (4) ｳﾁﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ＪＡＣ亀山

7 9 松尾-B 71.67 1 2383 川口亜珠砂 (4) ｶﾜｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ 松　尾

2 2376 秋田紗也加 (5) ｱｷﾀ ｻﾔｶ 松　尾

3 2377 橋本　拓樹 (5) ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 松　尾

4 2378 砂子　薫平 (5) ﾏﾅｺﾞ ｸﾝﾍﾟｲ 松　尾

2 布施田クラブ DSQ,*T3 1 4107 山本　七瀬 (5) ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅｾ 布施田ｸﾗﾌﾞ

2 4108 山本　那月 (5) ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ 布施田ｸﾗﾌﾞ

3 4110 久保田友馬 (5) ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾏ 布施田ｸﾗﾌﾞ

4 4114 濱口真太朗 (5) ﾊﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 布施田ｸﾗﾌﾞ

8組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 5 南勢陸上ク-A 58.58 q 1 904 松葉みなみ (5) ﾏﾂﾊﾞﾐﾅﾐ 南勢陸上ク

2 896 新田　夏美 (5) ﾆｯﾀﾅﾂﾐ 南勢陸上ク

3 876 宮田　侑典 (5) ﾐﾔﾀﾕｳｽｹ 南勢陸上ク

4 860 梶野　　拳 (5) ｶｼﾞﾉｹﾝ 南勢陸上ク

2 7 ゆめが丘ＲＣ-B 62.36 1 4184 白坂　咲来 (4) ｼﾗｻｶ ｻｸﾗ ゆめが丘RC

2 4186 西村　桃佳 (5) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾄ ゆめが丘RC

3 4179 永井　敦也 (5) ﾅｶﾞｲ ｱﾂﾔ ゆめが丘RC

4 4176 大井　雄太 (5) ｵｵｲ ﾕｳﾀ ゆめが丘RC

3 4 美杉陸上ク 64.26 1 694 前山　瑠那 (5) ﾏｴﾔﾏ ﾙﾅ 美杉陸上ク

2 693 小野　　萌 (5) ｵﾉ ﾓｴ 美杉陸上ク

3 688 田村　瞭太 (4) ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 美杉陸上ク

4 686 藤田　貴士 (5) ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 美杉陸上ク

4 8 和具 65.44 1 4080 形岡まりの (5) ｶﾀｵｶ ﾏﾘﾉ 和　具

2 4075 竹内かの子 (5) ﾀｹｳﾁ ｶﾉｺ 和　具

3 4084 古川　雅治 (5) ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾊﾙ 和　具

4 4085 大山　京介 (4) ｵｵﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 和　具

5 3 玉城陸上ク-D 67.50 1 1194 木村　十和 (4) ｷﾑﾗ ﾄﾜ 玉城陸上ク

2 1196 内田　実来 (4) ｳﾁﾀﾞ ﾐﾗｲ 玉城陸上ク

3 1141 中川　一貴 (5) ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 玉城陸上ク

4 1139 桑垣内雄大 (5) ｸﾜｶﾞｲﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 玉城陸上ク

6 2 豊地 68.22 1 2449 舩木　晶帆 (5) ﾇﾅｷ ｱｷﾎ 豊　地

2 2454 渡辺　月菜 (5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｷﾅ 豊　地

3 2432 中山虎之佑 (4) ﾅｶﾔﾏ ﾄﾗﾉｽｹ 豊　地

4 2435 杉原　　歩 (5) ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾕﾑ 豊　地

6 加佐登 DSQ,*R2 1 2727 西本麻衣子 (5) ﾆｼﾓﾄﾏｲｺ 加佐登

2 2731 東　奈瑠美 (5) ﾋｶﾞｼﾅﾙﾐ 加佐登

3 2709 中川　裕貴 (5) ﾅｶｶﾞﾜﾕｳｷ 加佐登

4 2714 中野　陽太 (5) ﾅｶﾉﾖｳﾀ 加佐登

凡例    DSQ：失格  *R2：オーバーゾーン　２　→　３  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  *R1：オーバーゾーン　１　→　２  GR：大会記録  *T3：走路外インフィールド進入
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審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第24回三重県小学生陸上競技大会(08240004)
兼第24回全国小学生陸上競技交流大会三重県予選会
主催：三重陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟、安藤スポーツ食文化振興財団、
　　　中日新聞社、三重県教育委員会、伊勢市教育委員会
協賛：日清食品株式会社

9組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 6 国府スポ少-A 60.26 q 1 1260 濱口　朋実 (4) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 国府スポ少

2 1255 井上　莉子 (5) ｲﾉｳｴ ﾘｺ 国府スポ少

3 1238 牧島　瑠聖 (5) ﾏｷｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 国府スポ少

4 1236 久保　弘我 (5) ｸﾎﾞ ｺｳｶﾞ 国府スポ少

2 4 北浜陸上ク 60.52 1 977 三宅　可蓮 (5) ﾐﾔｹ ｶﾚﾝ 北浜陸上ク

2 999 濱口　紫帆 (5) ﾊﾏｸﾞﾁ ｼﾎ 北浜陸上ク

3 981 濱口　航汰 (5) ﾊﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ 北浜陸上ク

4 980 竹内　遼人 (5) ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ 北浜陸上ク

3 7 ASSA-TC-A 62.16 1 601 藤山　結衣 (5) ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕｲ ASSA-TC

2 599 梅崎　菜子 (5) ｳﾒｻｷ ﾅｺ ASSA-TC

3 574 宮路　大暉 (5) ﾐﾔｼﾞ ﾀﾞｲｷ ASSA-TC

4 573 松石　啓輔 (5) ﾏﾂｲｼ ｹｲｽｹ ASSA-TC

4 5 南勢ＡＣ-B 64.69 1 1658 田岡りおん (5) ﾀｵｶ ﾘｵﾝ 南勢ＡＣ

2 1652 久保　舞由 (5) ｸﾎﾞﾏﾕ 南勢ＡＣ

3 1645 山下　尚也 (5) ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾔ 南勢ＡＣ

4 1644 東海　克也 (5) ﾄｳｶｲ ｶﾂﾔ 南勢ＡＣ

5 8 保々ＲＣ-B 66.50 1 250 藤井はるか (4) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 保々ＲＣ

2 247 小寺今日香 (5) ｺﾃﾗ ｷｮｳｶ 保々ＲＣ

3 235 松岡　大喜 (5) ﾏﾂｵｶ ﾋﾛｷ 保々ＲＣ

4 230 天春　雄也 (5) ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ 保々ＲＣ

6 3 上野西 66.70 1 3609 三枝いつか (5) ｻｲｸｻ ｲﾂｶ 上野西

2 3610 一力　万裕 (5) ｲﾁﾘｷ ﾏﾕ 上野西

3 3596 城本　欣明 (4) ｼﾛﾓﾄ ﾖｼｱｷ 上野西

4 3595 森　　　殊 (4) ﾓﾘ ｺﾄﾔ 上野西

7 2 JAC亀山-B 67.07 1 1738 前川　早紀 (4) ﾏｴｶﾞﾜ ｻｷ ＪＡＣ亀山

2 1769 田中　千晶 (4) ﾀﾅｶ ﾁｱｷ ＪＡＣ亀山

3 1696 渡邉　篤輝 (5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｷ ＪＡＣ亀山

4 1701 金子　将也 (4) ｶﾈｺ ﾏｻﾔ ＪＡＣ亀山

9 笹尾AC DSQ,*R1 1 97 中村　早絵 (4) ﾅｶﾑﾗ ｻｴ 笹尾ＡＣ

2 96 渡辺　朱理 (4) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾘ 笹尾ＡＣ

3 108 舘　　涼介 (4) ﾀﾁ ﾘｮｳｽｹ 笹尾ＡＣ

4 79 芳野　颯馬 (4) ﾖｼﾉ ｿｳﾏ 笹尾ＡＣ

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 5 一志Beast 56.21 GR 1 1531 向出　夏生 (5) ﾑｶｲﾃﾞ ﾅﾂｷ 一志Beast

2 1535 中川　晴菜 (5) ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 一志Beast

3 1507 岡本　翔也 (5) ｵｶﾓﾄ ｼｮｳﾔ 一志Beast

4 1514 山田　隼也 (5) ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 一志Beast

2 4 内城田ＳＣ-A 57.16 1 1105 中東　香菜 (5) ﾅｶﾋｶﾞｼ ｶﾅ 内城田ＳＣ

2 1106 林田珠里那 (5) ﾊﾔｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘﾅ 内城田ＳＣ

3 1089 濱川　裕音 (5) ﾊﾏｶﾜ ﾕｳﾄ 内城田ＳＣ

4 1087 稲垣　孝優 (5) ｲﾅｶﾞｷ ｺｳﾕｳ 内城田ＳＣ

3 6 南勢陸上ク-A 57.26 1 904 松葉みなみ (5) ﾏﾂﾊﾞﾐﾅﾐ 南勢陸上ク

2 896 新田　夏美 (5) ﾆｯﾀﾅﾂﾐ 南勢陸上ク

3 876 宮田　侑典 (5) ﾐﾔﾀﾕｳｽｹ 南勢陸上ク

4 860 梶野　　拳 (5) ｶｼﾞﾉｹﾝ 南勢陸上ク

4 7 佐八陸上ク 58.59 1 784 中川　真帆 (5) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾎ 佐八陸上ク

2 780 稲田穂乃香 (5) ｲﾅﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐八陸上ク

3 741 中山　雄正 (5) ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｾｲ 佐八陸上ク

4 735 奥田　　碩 (5) ｵｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 佐八陸上ク

5 2 南勢陸上ク-B 59.30 1 891 中川　葉月 (5) ﾅｶｶﾞﾜﾊﾂﾞｷ 南勢陸上ク

2 898 林　　薫乃 (5) ﾊﾔｼﾕｷﾉ 南勢陸上ク

3 873 早川　直樹 (5) ﾊﾔｶﾜﾅｵｷ 南勢陸上ク

4 872 濱崎　優紀 (5) ﾊﾏｻﾞｷﾕｳｷ 南勢陸上ク

6 3 国府スポ少-A 59.54 1 1260 濱口　朋実 (4) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 国府スポ少

2 1255 井上　莉子 (5) ｲﾉｳｴ ﾘｺ 国府スポ少

3 1238 牧島　瑠聖 (5) ﾏｷｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 国府スポ少

4 1236 久保　弘我 (5) ｸﾎﾞ ｺｳｶﾞ 国府スポ少

7 9 内城田ＳＣ-B 59.58 1 1108 森本　美南 (4) ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾅﾐ 内城田ＳＣ

2 1104 小山　紗希 (5) ｺﾔﾏ ｻｷ 内城田ＳＣ

3 1081 佐久間智也 (5) ｻｸﾏ ﾄﾓﾔ 内城田ＳＣ

4 1085 福井　光宏 (5) ﾌｸｲ ﾐﾂﾋﾛ 内城田ＳＣ

8 8 北勢RC-A 59.85 1 187 井後　咲菜 (4) ｲｺﾞ ｻｷﾅ 北勢ＲＣ

2 186 中村　由依 (4) ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 北勢ＲＣ

3 196 近藤光一郎 (4) ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 北勢ＲＣ

4 154 石川　瑞己 (5) ｲｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 北勢ＲＣ

凡例    DSQ：失格  *R2：オーバーゾーン　２　→　３  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  *R1：オーバーゾーン　１　→　２  GR：大会記録  *T3：走路外インフィールド進入


